
特別支援教育における 
ICT機器の活用について 

〜実技編〜 
無料アプリだけでここまで出来る！ 
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一部有料アプリもあるかも‥
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自己紹介



主な活動と経歴

障害者支援　（電子情報支援技術（e-‐AT）と、コミュニケーション支援技術（AAC） 

　　　京都市立　呉竹総合支援学校　特別非常勤講師 
　　　京都市立　東総合支援学校　　 特別非常勤講師 
      京都府　宇治支援学校SSC  特別支援教育京都府専門家チーム 	  
　　　京都市　ＩＣＴ活用支援員　（総合支援学校ICTコーディネーター） 	  
　　　京都市　総合育成支援員　（発達障害児支援） 	  
　　　京都市　精神障害者授産施設　京都市朱雀工房　統括職業生活支援員 	  
　　　京都市　地域若者ｻﾎﾟｰﾀｰ　（引きこもり支援） 	  
　　　京都府　委託訓練　精神障害者対象パソコン訓練インストラクター 	  
　　　ＮＰＯ　支援機器普及促進協会　理事長 	  
      ＮＰＯ　障碍害芸術推進研究機構　メディアアドバイザー 	  

教育支援 	   	   	  (情報通信技術（ICT）の利活用支援） 

　　　京都府教育委員会　社会教育委員 	  
　　　京都市　キャリア教育コーディネーター　（市立小中高キャリア教育提案） 	  
　　　京都市　携帯電話市民インストラクター 	  
　　　ＮＰＯ　キャリア教育プロジェクト　副理事長 
　　　 	  

地域活性化支援　（ITを活用した経営改善・効率化） 

　　　京都府高等技術専門校　在職者訓練インストラクター 	  
　　　中小企業基盤整備機構　経営改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 	  
　　　京都府　京都「知恵の経営」ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 	  
　　　京都市　京都地域 ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 	  



18番テトラソミー	  
140,000人に一人という非常に出生率の低い染色体異常	  （18番染色体が4本ある病気です）の
我が子と同じ障害を持つ方々との情報交換の場になってほしいと思いつくりました

私も、京都府立向日が丘支援学校　小学部６年生の三男がおります

http://ameblo.jp/memis-18/




Topics



iOS9       Slide Over

スライドオーバーは名前のとおり、ひとつのアプリを従来のように全画面で開きつつ、別アプ
リを横から引き出して重ねるように開いて、一時的に別アプリを操作して戻る機能です。 
背面の全画面アプリは閉じないものの、操作は上にスライドオーバーしたアプリのみになりま
す。使い方はウェブを読みつつ、さっとメモを取ったり参照して戻るなど。 
iPad Air Air2      iPad mini2 mini3



iOS9       Split View

Split View は、Windows 8のスナップに似た画面分割マルチタスク機能。アプリは重ならず
に画面を2:1や1:1に分けた状態で開き、双方ともアクティブに操作できます。 
使い途は片方で写真アプリや地図アプリを操作しつつ、メモにクリッピングなど。4本指スワ
イプのジェスチャなども有効で、片方を開いたまま片方をタスクスイッチできます。 
iPad Air2



iOS9       Picture in Picture

FaceTimeや動画再生中にホームボタンを押すと、映像が子画面表示に切り替わり、親画面で
別のアプリを利用できる。これにより、動画をながら視聴しながらメールチェックするといっ
た使い方が可能だ。



iOS9       キーボード

ソフトウェアキーボードの予測変換候補を表示する上部バーに、カットやコピー、ペースト、
添付などの操作ができるショートカットボタンを追加した。このキーボード上を2本指でドラッ
グすることで、トラックパッドのようにカーソルを移動して選択範囲が行える。



Lenovo Tech World - Smart Cast



ペン型スキャナー
（OCR機能・USB＆Bluetooth接続・iPhone/スマートフォン対応・
WorlsPenScan X）



基本操作

• http://www2k.biglobe.ne.jp/~t_muto/ipod/
howto_touch_touchpanel.htm

iPad の基本的な使い方

http://www2k.biglobe.ne.jp/~t_muto/ipod/howto_touch_touchpanel.htm


　電源のＯＮ／ＯＦ
　本体上部にあるスリープ(Sleep/Wake)ボタンを、
アップルロゴが表示されるまで長押しすると電源が
入ります。
　また、動作中にスリープボタンをずっと長押しする
と画面に赤いスライダーが表示されます。つづいて
このスライダーをドラッグすると電源ＯＦＦとなり
ます。しかし通常使用時には電源ＯＦＦにする必要
はありません。ロック(スリープ)状態としておけば
ＯＫです。もし何日もiPod/iPad/iPhoneを使用しない
場合は、その時のみ電源ＯＦＦにしておきましょ
う。  



　ロック(スリープ)とその解除 

　本体上部にあるスリープボタンを押すと、ロック
（スリープ）状態となります。ロック中は、タッ
チスクリーンに触れても反応しません。ロックを
解除するには、スリープボタンまたはホームボタ
ンを押し、画面に表示されるスライダーをドラッ
グします。 

　(iPod nanoではスリープボタンを押します。) ま
た、iPod/iPad/iPhoneをしばらく操作しないと自然
にロック状態となります。  



フリック(Flick)

　　指の腹で、画面上をはじくような動作をフリッ
クと呼びます。 画面に付いたほこりを振り払う
ように、すばやく指を動かします。  
画面上のリストやCoverflow等が高速でスクロー
ルを始めます。 これをとめるには、画面をタッ
プあるいはタッチします。



タップ(Tap)

　　画面上のアイコンなどを指先で軽くつつく
動作をタップと呼びます。 マウスのクリック
に相当します。 また、すばやく続けて２回つ
つく動作をダブルタップと呼びます。 マウス
のダブルクリックに相当します。  
タップは、画面上の何かを「選択」するとき
に使います。 ダブルタップは、画面上の何か
を「決定」するときに使います。



ドラッグ(Drag)

　　画面に指をつけたまま、上下左右にず
らす動作をドラッグと呼びます。 マウス
のドラッグに相当します。  
画面上のリストや画像、写真などの位置
を「移動」するときに使います。  
この動作を「スワイプ(Swipe)」と呼ぶ場
合もあります。



ピンチアウト(Pinch out)　 
ピンチイン(Pinch in) 

　　二本の指で画面を押さえ、その指の間
隔を広げる動作をピンチアウトと呼びま
す。」二本の指で画面を押さえ、その指
の間隔を狭めてものを挟むような動作を
ピンチインと呼びます。



ソフトウェアキーボード
の使用

　文字入力が必要なシーンになると、自動的に画面にソフト
ウェアキーボードが現れます。 そして入力が終わると自動
的に消えます。  
なお、iPadの場合 キーをタップすると、いつでもキーボー
ドを隠すことが出来ます。 このとき画面の入力欄をタップ
するとまたキーボードが現われます。  
さらにiPadの場合 キーを上下にドラッグすると、キーボー
ドの位置を移動することができます(iOS5.0以降)。 このと
きは、画面の中央部分が見やすいように、キーボードが自
動的に左右に分かれます。 詳しくはキーボードの分割の
ページをご覧下さい。  

http://


キーボードの種類と切り替え

　　　をタップすると、 iPhone/iPodの場合はキーボー
ドが[日本語キーボード（ローマ字）]-[日本語キー
ボード（かな）(携帯タイプ)]-[英語フルキーボード]
と切り替えられます。  
iPadには[日本語キーボード（かな）(携帯タイプ)]は
ありませんが、代わりに[日本語(50音キー)]を有効
にすることが出来ます。  
 
また、 　　を長押しすると、左図のように現在使
用可能なキーボードの一覧が表示されます(iOS4以
降)。 ここから直接使いたいキーボードに切り替え
ることが出来ます。 



音声入力（Dictation）



かな漢字変換の使い

かな漢字変換の使い方



「マルチタスク」対応モデルで「ホームボタン」をダ
ブルクリックすると、左図のように、画面の下に最
近使用したアプリケーションの一覧が表示されま
す。 この部分から任意のアイコンをタップすると、
すぐにそのアプリケーションに戻ることが出来ま
す。  
４つ以上のアプリケーションが起動しているときは、
この部分を左にフリックすると、次のページが現わ
れます。  
 

マルチタスク



基本操作

• http://www2k.biglobe.ne.jp/~t_muto/ipod/
howto_touch_touchpanel.htm

アクセシビリティ

http://www2k.biglobe.ne.jp/~t_muto/ipod/howto_touch_touchpanel.htm


アクセシビリティ初画面

視覚障害

聴覚障害

知的障害・肢体不自由

肢体不自由



ズーム機能

コントローラーの透明度

フルスクリーン⇛全画面
ウィンドウズーム⇛指定範囲のみ

拡大率



ズーム機能

フルスクリーンズーム ウィンドウズ−ム



色を反転



グレイスケール



スピーチ



アクセスガイド

子どもには知られないように



アクセスガイド

iOS7 iOS8



Assistive Touch

画面をタッチすることが
困難な場合や
支援アクセサリが
必要な場合にも
iPadを使用できる
ようになります。



Assistive Touch

iOS7 iOS8



スイッチコントロール

画面項目を順番に
ハイライトします。
ハイライト中に支援
アクセサリで入力操作
を行うことで、iPad
の操作を実行できます



S w i t h  C o n t r o l

ポイントモード項目モード



アプリケーション



まずは楽しむ！



















今度は便利！













視覚支援！











教材作成！



























辞書として













参考書籍



「合理的配慮」「学習のUD」「特別支援教育」「概論・入門編」

各号のキーワード

「視覚支援」

特別支援教育とAT(アシスティブテクノロジー) 

国立特別支援教育総合研究所　金森　克浩

「AAC再入門」



東京大学先端科学技術研究センター　　中邑 賢龍



魔法プロジェクト　研究成果

あきちゃんの魔法の 
ポケット

魔法のふでばこ 魔法のじゅうたん

http://maho-prj.org/

魔法のランプ 魔法ワンド

http://maho-prj.org/


文部科学省 
発達障害のある子供たちのための 

ICT活用ハンドブック

特別支援学級編 通常の学級編 通級指導教室編

平成25年度文部科学省調査研究委託事業

ICT活用
ハ ン ド ブ ッ ク

通 常 の 学 級 編

通級指導
教室編

ICT
ハンドブック

平成25年度文部科学省委託事業

発達障害のある子供たちのための

活 用

Information and
Communication Technology



香川大学教授　　坂井　聡



日本肢体不自由児協会
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